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《費用について》 幼児教育保育無償化に伴い、令和２年度より変更しました。 

 

入園料 

  ３年保育     ８０,０００円 

  ２年保育   ７０,０００円 

  １年保育   ４０,０００円 

  ■受付時にお渡しする払込取扱票(郵便局扱)により納入して下さい。 

  ■納入締切日 １０月5日（月） 

  ■兄弟姉妹同時入園の場合、人数に関係なく弟妹の入園料は半額です。 

  ■５歳児は、５月以降途中入園より入園料は月割額になります。 

 ■転勤転宅による入園取消については４ページをご覧下さい 

 

  

 

 

 

 

毎月の費用 

 

※無償化対象は①

のみです。②～⑥は

実費徴収です。 

①保育料  ２５,７００円(絵本代含む) 

②給食費 

 １,０００円(主食費２００円、副食費８００円) 

※欠席されても返金は致しません。 

※里帰り出産等で１か月以上休園の場合は徴収しません。 

③保護者会費 １,６００円（親子遠足・宿泊保育・お誕生日会等行事費含む） 

④施設協力費 
１,０００円 

※施設の維持管理や大規模修繕の費用として積立します。 

⑤※バ ス 会 費 ３,５００円 ※バス利用者のみ 

⑥※課外クラブ 
体育クラブ・サッカークラブ・チアダンス・アソビバ・英語 

※入会者のみ 詳細は５ページをご確認ください 

  ●毎月の費用は12ヶ月割額ですので、１ヶ月欠席の場合も納入頂きます。

８月分も必要です。郵便局・銀行から自動振込により納入して頂きます。 

 ●課外クラブ費は別途郵便局の自動振込やチケット制となります。 

 ※印はバス利用者、クラブ入会者のみにかかる費用です。 

 

行事費の 

徴収は 

ありません 

◆３・４歳児＝親子遠足 

◆5歳児＝宿泊保育(東条湖おもちゃ王国)・新幹線遠足・雪あそび(東鉢伏)

卒園遠足(京都)等々。 

◆全体＝もちつき、観劇、一日動物園、園外保育、年６回のお誕生日会 等々の 

行事に関する費用の徴収は一切ありません。 

◆全て保育料と保護者会費で賄います。（但し、卒園親子パーティの参加費は有料です）

預かり保育 

（キッズルーム） 

保育終了後より午後６時まで（月曜日～金曜日） 

①月極保育部  １０,０００円～２５,０００円 

※保育日数により月額が変動します。 

②１日保育部  １５０円／３０分 

その他の費用 

  ■冬期暖房費  ６００円／月を１２月～３月の４ヶ月分 

 ■夏期冷房費 ６００円／月を７月・９月の２ヶ月分 

 ■卒園アルバム ５，５００円（年長児のみ） 

 ■上記以外に、強制寄付金、別途徴収金は一切ありません。 

 

募集人数 

  ◎３年保育…１０５名（平成２９年４月２日生～平成３０年４月１日生） 

  ◎２年保育… 若干名（平成２８年４月２日生～平成２９年４月１日生） 

   ◎１年保育… 転入園者若干名（平成２７年４月２日生～平成２８年４月１日生） 
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《入園までの予定》  
             ●日時は予定ですので変更になる場合があります。  

 入園説明会 本園ホームペ－ジ「入園案内」よりＷＥＢ配信（９月上旬～）

 
幼稚園見学会 新型コロナ感染拡大防止の為、実施しません。 

 

願書の提出 

（願書受付） 

１０月１日（木）（受付は２日（金）以降も行います） 

◎一般受付・・・・・・・・・・・・・・午前９時～１２時  

◎地元・地域優先受付 ・・・・・・・・・午前９時３０分～１０時３０分 

◎在・卒園児の弟妹、ﾌﾟﾚｽｸｰﾙ優先受付 ・・午前１１時～１２時 

■ご提出下さい 

  ①本園所定の入園願書 ②親子面接問診票 

  ③優先予約確認書（優先予約受付者のみ） 

  ■お渡しします 

    ①願書受付票 ②口座振替依頼書  

③入園金と面接検定料３，０００円の払込取扱票（郵便局扱）  

    ④プレスクール(後期)のご案内【R２年度はコロナ対策の為、中止します】

  ■定員になり次第補欠受付とします。（先着順） 

●補欠の方は取消しがあり次第、番号順に連絡します。それまでは入園料 

及び検定料の納入はありません。（願書提出者のみ） 

入園手続と 

親子面接 

 

１０月１７日（土）午前９時～１５時 

■当日の内容 

    ＊事前に開始時間をお知らせして実施しますので、指定時間前にご来園下さい。

＊親子面接です。簡単な質問（①名前を呼ばれて返事する ②まねっこ遊び等）

をします。緊張等で充分にお話できなかったり、入園後に少し心配があるお

子さん等は、後日再面接を行う場合があります。 

    ＊制服･靴･体操服のサイズ予約をして下さい。予約金は不要です。 

    ＊通園バス利用者は、バス利用申込を行って下さい。 

  ■ご提出下さい（書類は願書提出時にお渡しします） 

    ①願書受付票    ②口座振替依頼書  

  ■お渡しします 

  ①おみやげ  

＊各事情により入園をお断りする場合がありますので予めご了承下さい。 

＊「入園許可証」・「入園式までの日程」は後日郵送します。 

入園前説明会 
令和３年１月１５日（金）午後3 時～4 時３０分 ※ＷＥＢ配信を検討中 

  ■制服・用品の販売、入園までの準備物、入園式など園長より説明します。 

制服と用品の 

販売 

令和３年３月３日（水）午後３時３０分～４時３０分 

■予約頂いた制服・靴・体操服と通園カバン・手提げカバン・教材用品を購入。 

入園式 
令和3 年４月１２日（月）（午前１０時～１１時３０分）を予定しています。 

■詳細は入園前説明会の際に説明します。 
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保育時間と 

給 食 

月曜日 ８時半～２時 給食 ・８時３０分から随時登園 

・徒歩通園児は９時までに登園下さい 

・４月21日(水)まで11時30分降園 

・４月22日(木)から平常保育時間 

 

 火曜日 〃 弁当  

 水曜日 ８時半～１時 給食  

 木曜日 ８時半～２時 弁当  

 金曜日 〃 給食  

土曜日 休 園  

 
  ■給食は、給食会社委託による主に米飯給食です。 

  ■最終バス到着の目安は９時４０分です。 

  ■バス運行時間は１年を通して同じです。 

 

  

 

クラス編成 

■３歳児は生まれ月・男女比・面接時の懇談等々を考慮の上、編成します。 

必ずしも同じマンションの園児が同じクラスになるとは限りません。 

■４・５歳児は新入園児と継続児との混合クラスです。 
 

 姉妹園の 

転園 

  ◆姉妹園（岸部敬愛幼稚園・千里敬愛幼稚園）からの編入の際、入園料は不要 

◆保育園からの転園は入園料が必要です。 
 

 

手続き後の 

入園取消し 

について 

◆入園手続き後の転勤、転宅による取り消しの場合のみ、その証明があれば 

入園料は全額返金します。（優先予約者は優先予約金を差引いた金額） 

但し、取り消し時期により下記の取り消し手数料をいただきます。 

    令和３年１月末日までは･････････手数料不要です 

   令和３年２月末日までは･････････入園料の１０％ 

    令和３年３月１日以降は･････････入園料の２０％ 

  ◆制服用品は、未使用に限り全額払戻しの上お引き取りします。 

 ◆上記以外はいかなる事情でも入園料は一切返金できません。 

 

 

 

 

 

 

メール連絡網

「愛子」 

について 

山田敬愛幼稚園では緊急時にスムーズに園からの連絡をする為に、

携帯アプリ「愛子」を導入しています。欠席・遅刻・バス不要・預

かり保育等の連絡に活用して頂けます。 

課外クラブ 

◆週１回 月曜日 サッカークラブ（４・５歳児入会者のみ） 

◆週１回 月曜日 チ ア ダ ン ス （４・５歳児入会者のみ） 

◆週１回 木曜日 体 育 ク ラ ブ（４・５歳児入会者のみ） 

各 入会金 ５,０００円（税別）・月謝 ４,０００円（税別） 

 

◆週１回 水曜日 ASOVIVAスポーツ（４・５歳児入会者のみ） 

◆週１回 水曜日 ASOVIVAｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ（４・５歳児入会者のみ） 

入会金２,０００円・年会費２,０００円・チケット制１,５００円～ 

《その他》 
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主な保育内容 

と 

専任指導講師 

◆表現(絵画･制作) 

舟井 賀世子先生(大阪信愛学院短大講師) 

  ◆表現(音楽リズム) 

   田村 義一 先生（大阪音楽大学講師、京都教育大学講師、ﾘｺｰﾀﾞｰ演奏家他）

  井上 一朗 先生 (室内合唱団アンサンブル・へーメルス主宰・指揮者・作曲家) 

◆かず・ことば の学習 

   ピアジェ理論に基づいた教材を使っての学習 

 ◆体育あそび＝ ウエルネス専任講師団 

  週１回 指導員による体育遊びの実施。夏はプール遊び指導を行ないます。 

  ◆体育クラブ・サッカークラブ・チアダンス ＝ ウエルネス専任講師団 

   講師による実技保育と指導・職員研修会の実施 

◆運動環境コーディネーター・運動あそび・ASOVIVAスポーツ 

 前田 達也先生 

園庭や遊戯室いっぱいにチャレンジの遊びを展開します 

◆ASOVIVAイングリッシュ（英語教室） 

 平田 千夏 先生（JETTA英語ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ、J-ｓhine小学校指導資格者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楽器等購入 

は不要 

ピアニカ、カスタ等多種類の楽器は全て完備しているため、個人で購入の必

要はありません。但し、年長・年中クラスはピアニカパイプ（3９0円）が必

要です。また絵の具、絵筆、画板、画用紙等の画材、補充のり、セロテ－プ、

両面テ－プ、多種多様の紙類等、制作用教材教具は豊富に揃えいつでも自由

に使用できます。これらの教材用品は共同購入とし、年間画材費用を徴収し

ます。Ｐ７参照 

 

  

  

  

 

発熱やケガが 

発生した時 

  ●発熱の場合は、先ず、保護者に連絡をとり応急処置をします。 

    そして、保護者の在宅を確認後、園迎え又はバス停まで送ります。 

●ケガの時は応急手当をして、ケガの程度により適切な医院で受診します。保

護者に連絡の上で、保護者の確認または立会いで手当をして頂きます。 

   ＊園として必要と判断した時は、治療費を全額負担します。 

＊通院治療が必要な時は、可能な限り職員が付添い通院します。 

 

  

  

  

教育相談 

◆毎月1回キンダ—カウンセリング子育て無料相談に応じます。(要予約) 

◆大阪府私立幼稚園連盟子育て相談認定者が相談に応じます。（要予約） 

◆お子さんが入園してから集団保育に馴染めない場合は、保護者にも保育参

加等の協力を要請する事があります。又、発達面に気になるところがある

と園で判断した場合には、専門機関に相談したり保護者に紹介したりする

事もありますので、予めご了承下さい。 

◆お子さんの心身の発達に心配の方、又は今後の園生活に不安のある方は入

園までにお知らせ下さい。 

補助金制度 
幼児教育・保育無償化により、保育料は無償です。 

詳細は別紙『幼児教育・保育無償化』の資料をご覧ください。 

園  医 
◆内科医・・・御前  治  先生 

◆歯科医・・・北野 嘉康 先生 

◆薬剤師・・・廣田 さおり 先生 

ホームページ http://yamada-keiai.jp/ 
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設 備 

  ◆自動演奏、録音、再生付きピアノプレ－ヤ－全保育室設置。 

   本園は１９８７年より、幼稚園としては日本で始めて各保育室にピアノ 

プレ－ヤ－を設置しました。これにより、担任はピアノから離れて指揮 

をしたり、子ども達の中に入って直接指導できるため、教育効果も大き 

く向上しました。有名演奏家の生演奏も鑑賞する事が出来ます。 

  ◆有線放送の設置 

   音楽環境の一環として、各保育室に440CHの有線放送を設置。園内の 

環境音楽を整え保育や情操教育に役立てております。 

 ◆全保育室・遊戯室に冷暖房完備（平成２５年８月より） 

 ◆フレンドルーム（地域子育て支援施設） 

冷暖房完備。サロン・会議室・キッチン・トイレがあります。 

安全対策 

●耐震診断を平成２６年７月に実施し、現在の建築基準法に基づいた耐震

基準に適合していると証明を頂きました。 

●警察ホットラインの設置 

 警察との専用直通回線を設け、不測の事態に備えています。ボタンを押 

すだけで警察官の出動を要請できます。 

●防犯カメラの設備 

  出入り口付近に３台のカメラを設置し、モニタ－テレビで監視出来る 

ようにし、またその場面をいつも録画し続けられるようにしています。 

●本園は、１９８１年から夜間休日警備のためにセコムの警備保障を導入 

して、園の安全管理を図っています。 

●保護者・来園者の氏名ホルダー着用。 

●門扉の施錠 

 ９：００以降の保育中は門を施錠しますので、保護者でも自由に出入 

りできません。不審者の侵入を未然に防ぎます。 

●普通救命講習の実施（吹田市消防本部） 

職員は救命救急講習を受講しています。これにより、園児の怪我などの

応急処置を行い、万全の対策をとります。 

●危機管理研修会の実施 

●年数回の避難訓練実施（火災・地震など） 

 

沿  革 

≪姉妹園≫ 

明治１２年   願成寺の寺子屋より岸部尋常小学校（現吹田市立岸部 

第一小学校）が興る。敬愛学園の前身。 

昭和２３年７月 敬愛保育園 開園 〔敬愛学園の始まり〕 

昭和２９年４月 敬愛幼稚園 開園 〔現在の岸部敬愛幼稚園〕 

昭和５４年４月 新園舎完成を機に岸部敬愛保育園と園名変更 

昭和５６年４月 山田敬愛幼稚園 開園 

平成１７年４月 岸部敬愛幼稚園 新園舎移転 

平成１７年４月 マーヤ敬愛保育園 開園 

平成３０年７月 のんの敬愛保育園 開園 

  【山田敬愛幼稚園】 

   ◆設置者 学校法人敬愛学園 

   ◆位 置 吹田市山田西２丁目５番３号 

   ◆定 員 ３８５名(５歳児１４０名 ４歳児１４０名 ３歳児１０５名) 
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《制服および用品代価格表》 

制  

服  

等 

《冬服》 コシノ・ヒロコ［ＨＫ］デザイン 
   上衣    ６,85０円    ズボン   4,35０円 
   ブラウス  ２,7６０円    スカート  4,31０円 

 
男子小計 ２０,６７０円 

 
女子小計 ２１,２２０円                             

 

《夏服》上着     ４,２２０円        ４月販売予定 
ズボン     ２,４９０円 
スカート   ３,０８０円 

通園かばん                   ２,５００円 
手さげかばん                  １,１５０円 
スモック                    １,４5０円 
上靴                      １,５５０円 
下靴                      ２,７５０円 
半袖体操服                   ２,３００円 
体操ズボン                   ２,０８０円 

 

 

 

 

小計  １３,７８０円 

制服等の合計 

男の子 ３４,４５０円 

女の子 ３５,０００円 

 

 

保 

育 

用 

品 

個
人
購
入

 

スケッチ・ブック                       ３１０円 
念珠                                             ２９0円 
出席ノート                              ４１０ 円 
名札                                  1４０ 円 
降園コ－スバッチ              １００円 
氏名印                                  ３００円 
カラー帽子                                       ８４０円 
ピアニカパイプ（４･５歳）                      ３９０円 
めざましあそび（４･５歳）                 ５,１００円 
線のワーク（4歳）、はじめてのあいうえお（5歳）                        3５0円 

４・５歳児 
小 計  ８,２３０円 

                      
３ 歳 児 

小 計  ２,３９０円 

 

保 

育 

教 

材 

共
同
共
有 

クレパス                        ６６０円 
カラ－サインペン                     8５８円 
はさみ                                     ５２８円 
油ねんど                                ２９５円 
ねんどべら                               １５２円 
ねんど板                                ５３８円 
のり                                  １５２円 
コンテ                                 ５５０円 
油性マジック（黒青茶 ４・５歳児）          ３９４円 
はじめてのあそび（３歳）                       ４,0８０円 
絵の具・画用紙など年間の画材                       ４,５００円 

【保護者負担額】 
 
４・５歳児 ３,１００円 

（8,627円のところ） 

３ 歳児  ４,３３０円 
（12,313円のところ） 

 【保護者負担額】を年１回徴収します。 
保育教材を共有で使用し、品物により２～３年で入れ替えることで、保護者の負担を 
減少します。このことにより卒園時の共同購入教材の持帰りはありません。 

 
保育用品＋保育教材【保護者負担額】 

４・５歳児 11,330円  

 ３歳児       6,720円 

総 合 計 

 ４ ・ ５ 歳 児 ３ 歳 児 

男 子 ４５,７８０円 ４１,１７０円 

女 子 ４６,３３０円 ４１,７２０円 

 ８ 

《主な年間行事》  

 
月 行   事（予定） 

 

 
４月 ●入園式 ●保護者個人懇談 

 

 
５月 

●３歳児親子遠足(京都水族館) ●お誕生日会 
●４歳児親子遠足（ハーベストの丘）・願成寺参拝 ・創立記念日 
野菜の収穫 ●保育参観 

 

 
６月 

●土曜参観・内科検診・歯科検診 ●一日動物園・プールあそび開始 
宿泊保育（東条湖おもちゃ王国） 

 

 
７月 

七夕・さつまいもの植付け・野菜の収穫 ●お誕生日会 
●保護者会春のレクリエーション ・夏休み ・プ－ル開放  

 

 
８月 夏期保育 

 

 
９月 ●お誕生日会・●保育参観 

 

 
10月 

●運動会・園外遠足（万博公園・伊丹スカイパーク）・いもほり 
全国教育美術展出品・新幹線遠足(姫路城) 

 

 
11月 

●造形展  
●保護者会秋のレクリエーション ●お誕生日会 

 

 
12月 

野菜の収穫 ●保護者個人懇談 ●もちつき大会 
●お誕生日会・冬休み    

 

 
１月 全大阪幼少年美術展出品・卒園記念雪あそび(東鉢伏) 

 

 
２月 ●保育発表会  ●お誕生日会 

 

 
３月 

卒園記念遠足（京都・西本願寺）・終業式 ●修了式  
●体育あそび発表会 ●卒園記念親子パ－ティ－（迎賓館）・春休み 

 

その他・１学期に１、２回 園外保育             ●保護者参加行事 

   ・毎週１回の体育あそびは見学自由（１・２学期） 

・毎月１回 園児合同仏参 

   ・１学期１回 身体測定 

   ・避難訓練（１年に複数回） 

・数回の研究保育（造形絵画・楽器・歌唱） 

   ・季節に応じて野菜の収穫 



 ９ 

《令和２年度バス乗降場所》 
ひよこバス 

 停車場所 住所番地・備考 

１ 

便 

サイクルショップかんざきせんり店 五月ヶ丘北２ 

トゥールモンド森 佐井寺３丁目２１ 

パークマンション前 五月ヶ丘西 

双子座のまち 五月ヶ丘南３２ 

総合運動場（付近） 竹谷町 38 

佐井寺南ヶ丘 佐井寺南ヶ丘８ 

佐井寺１丁目 佐井寺 1 丁目２ 

亥子谷バス停 山田西１丁目２６ 

日興スカイマンション 山田南４５ 

ユーハイツマンション 山田南３１ 

エールグラン千里丘 長野西１７ 

東消防署 長野西公園前 

２ 

便 

ルネヒューマンズガーデン にこにこ公園前 

スタジオアミュ 山田西１丁目１ 

万博南口信号交差点 山田東３丁目１４ 

万博外周道路（ホテル阪急前） 山田東４丁目３４ 

イトーピア千里万博公園 山田東４丁目３５ 

山田北ライラック遊園 山田北９丁目 

ＫＥＣ近畿予備校 山田西４丁目 2 

徳岡商会 山田東４丁目１０ 

ＴＯＳ 山田東４丁目１ 

奥田宅 市立山田体育館裏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １０ 

 

ペンギンバス 

 停車場所 住所番地・備考 

１ 

便 

キングマンション千里万博公園 青葉丘北１８ 

青葉丘南１３（公園前） 青葉丘南１３ 

西松屋千里丘店前 青葉丘南４ 

アリスト新芦屋ヒルズ 吹田市新芦屋上９ 

千里丘上公園 吹田市千里丘北１ 

２ 

便 

マナーズヒル 一条池第１遊園前 

山田西ふれあい公園 山田西３丁目２２ 

プラウド千里山田 山田西４丁目１３－１ 

藤白台 1 丁目バス停 藤白台２丁目 

COCO'S 山田西４丁目 

あやめ橋 高野台２丁目 

南千里交差点南入る 佐竹台２丁目 

３ 

便 

こんどう鍼灸整骨院 長野東１７ 

北おおさか信用金庫前 摂津市千里丘１丁目 

シャルマンハイツ 岸部中５丁目 

KENT モデルルーム前 摂津市千里丘７丁目 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １１ 

ことりバス 

 停車場所 住所番地・備考 

１ 

便 

レスタージュ吹田 清水４ 

リバーガーデン 清水１２ 

メゾン千里丘管理棟 新芦屋１７－１７ 

ルナコート千里丘の街 新芦屋上２ 

ミリカヒルズ Ｄ棟 千里丘北１− ２２  

２ 

便 

山田ゼミナール前 長野西１１ 

みきクリニック 長野東13 

南山田小学校 喫茶（ペーパームーン） 

徳洲会病院バス停前 千里丘中４５番 

フォレストシティ千里丘 千里丘西２４－３ 

ミリカヒルズ ノースゲート 千里丘北１− ２２  

山田樫切山バス停 阪急バス岸辺行方向 

下山田バス停 阪急バス岸辺行方向 

３ 

便 

グリーンヒル パートⅡ 山田東１丁目１９ 

千里台スカイハイツ 山田東１丁目３１ 

アークレジデンス 尺谷２－７ 

ジェイグラン吹田千里丘 長野西１２－１ 

千里ディアヒルズ ブライトリッチ 長野東２６－１ 

長野東集会所 長野東２８－１３ 

長野東２８ 長野東２８－４３ 

尺谷ふれあいホール付近 尺谷３２－１ 

 

 

 

●上記バス停留所及びルートに該当しない場合はご相談下さい。 

●現在運行ルートであっても、遠距離・道路状況が悪いなどで運行できないこと 

もありますので、心配な方は園長にご相談下さい 

 

 

 

 

◎開園当初より実施しておりました徒歩コースに関して、昨今の地震による死亡事

故や交通事故、不審者情報などによる子どもの安全を重視する傾向にある中で、本

園でも園児の安全を最優先に再考し、令和元年度より徒歩コースをすべて廃止し、

バス通園以外の保護者は降園時刻に幼稚園までお迎え下さいますようにお願いし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 
 １２ 

メ モ 
 
                           
 
                           
 
                           
 
                           
 
                           
 
                           
 
                           
 
                           
 
                           
 
                           
 
                           
 
                           
 
                           
 
                           
 
                           
 
                           
 

 

◆新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、 

運動会・もちつき大会・園庭開放・一日動物園は、

中止や内容変更・園児のみの行事となり、未就園児

の参加はできませんので、予めご了承下さい。 
 

未就園児参加行事のご案内 


